
リアルタイム PCRに 
使用する製品を 

ピックアップしました !

研究用消耗品

価格一覧
製品番号 製品名 容量 色 デザイン 入数 標準価格
14-230-244

96ウェルプレート
300 µL ナチュラル セミスカート 25 ¥13,200

14-230-232 300 µL ナチュラル ノンスカート 25 ¥13,900

96ウェルプレート
• バージンポリプロピレン製
• カラー：ナチュラル
• 容量：300 µL
• クリーンルームで使用可能

価格一覧
製品番号 製品名 容量 色 デザイン 入数 標準価格
14-230-210

8連PCRチューブ
200 µL ナチュラル ドームキャップ 250 ¥23,700

14-230-215 200 µL ナチュラル フラットキャップ 250 ¥25,800

8連 PCRチューブ
• バージンポリプロピレン製
• カラー：ナチュラル
• 量：0.2 mL（Max：0.25mL）
• Human DNA, RNase, DNase, 

Endotoxins フリー

• ドームキャップとフラット
キャップの 2種類

• クリーンルームで使用可能

価格一覧
製品番号 製品名 容量 色 デザイン 入数 標準価格
14-230-205 PCRチューブ 200 µL ナチュラル ドームキャップ 1000 ¥7,830

PCRチューブ
• バージンポリプロピレン製
• カラー：ナチュラル
• 量：0.2 mL（Max：0.25 mL）
• Human DNA, RNase, DNase, 

Endotoxins フリー

• ドームキャップタイプ
• キャップオープンが簡単
• 薄壁タイプ
• 0.2 mLのサーマルサイクラーブロックに最適
• クリーンルームで使用可能



価格一覧
製品番号 製品名 容量 色 規格 包装 滅菌 入数 標準価格
02-707-77

SureOne Filter Tips

20 - 200 µL クリア Extended Length ヒンジラック 滅菌 960 ¥21,400

02-707-439 0.1 - 10 µL クリア Graduations ヒンジラック 滅菌 960 ¥13,200

02-707-442 0.1 - 10 µL クリア Extended Length ヒンジラック 滅菌 960 ¥13,200

02-707-470 0.1 - 20 µL クリア Graduations ヒンジラック 滅菌 960 ¥13,200

02-707-432 2 - 20 µL クリア Beveled ヒンジラック 滅菌 960 ¥13,200

02-707-431 10 - 100 µL クリア Beveled ヒンジラック 滅菌 960 ¥13,200

02-707-430 20 - 200 µL クリア Graduations ヒンジラック 滅菌 960 ¥13,200

02-707-404 100 - 1000 µL クリア Graduations ヒンジラック 滅菌 250 ¥13,200

SureOne　フィルター付きチップ
• 疎水性で微細なミクロンフィルターを採用
• 最適化された多孔性機構を持ち、エアロゾルの侵入、逆流、過剰なエアフロー、 
サンプルの侵入を防止

• ユニバーサルフィット

価格一覧
製品番号 製品名 容量 入数 標準価格
02-681-311

シリコナイズドスナップキャップ付チューブ

0.6 mL 500 ¥7,300

02-681-320 1.5 mL 250 ¥4,400

02-681-321 2.0 mL 250 ¥5,300

シリコナイズドスナップキャップ付チューブ
• バージンポリプロピレン製
• 微量サンプルの回収に適している
• 耐熱温度：-80～ 120℃
• 耐遠心荷重：30,000 × g

• 未滅菌
• DNase/RNaseフリー
• パイロジェンフリー
• オートクレーブ可

価格一覧
製品番号 製品名 容量 タイプ 入数 標準価格
14-666-326

ロック付スナップキャップチューブ

0.5 mL ナチュラル 500 ¥2,000

14-666-333 0.5 mL アソート 500 ¥2,100

14-666-319 1.5 mL ナチュラル 500 ¥2,400

14-666-318 1.5 mL ナチュラルピュア 100 ¥1,000

14-666-325 1.5 mL アソート 500 ¥2,500

14-666-315 2.0 mL ナチュラル 500 ¥2,300

14-666-313 2.0 mL ナチュラルピュア 100 ¥600

ロック付きスナップキャップチューブ
• バージンポリプロピレン製
• ロック付き
• DNase/RNase and pyrogen  
フリー

• オートクレーブ可能
• -86～ 121℃対応能
• 30000 × G RCF



価格一覧
製品番号 製品名 標準価格
12-006-900 高速ミニ遠心機 ¥110,700

高速ミニ遠心機
コンパクトながら 12,500rpmの高速回転が可能

• すばやく加速 /減速し、さまざまなプロトコルに使用可能
• 静音で振動の少ない設計
• 短時間の遠心に便利なクイックスピンモード搭載
• スピード表示は rpm/ × gの切り替えが可能
• 工具不要で簡単にローター交換
• 傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で停止する、 
安全機能を搭載

• 米国、カナダ、ヨーロッパの安全基準および EMC規格適合

研究用機器

価格一覧
製品番号 製品名 標準価格
12-006-901 ミニ遠心機 ¥29,300

ミニ遠心機
回転数は 6,000rpm固定で、 
微量試料のスピンダウンに適している

• パーソナルユースに適したミニサイズ
• 片手で簡単に着脱できるスナップ式のローターは、 
マイクロチューブ用とPCRチューブ用の 2種類が付属

• 静かな運転音で、さらにゴム製の足が振動を吸収
• フタを開けると自動停止、閉めると運転再開
• フタは紫外線カット効果の高いポリカーボネート製

※  スカート付マイクロチューブは使用できません。 
一部のスクリューキャップチューブは本体フタと接触する可能性があります。

価格一覧
製品番号 製品名 規格 入数 標準価格
88860021

Isotemp　デジタルドライバスインキュベーター

1ブロック 1 ¥57,700 

88860022 2ブロック 1 ¥63,900 

88860023 4ブロック 1 ¥77,300 

Isotemp  
デジタルドライバスインキュベーター
バリエーション豊富なブロックで多用途に対応

• デジタルディスプレイとキーパッド
• 高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理
• ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能
• 万一の際にも安心な過昇温防止機能付き
• チューブ用、プレート用ブロックなどのアクセサリも充実

※  アクセサリは ECサイトをご確認ください。



価格一覧
製品番号 製品名 可変速度 標準価格
14-955-151

ミニボルテックスミキサー
速度固定 ¥27,000

14-955-163 速度可変 ¥29,700

ミニボルテックスミキサー
コンパクトでシンプル設計 
速度固定か可変の 2タイプを使い勝手でチョイス

• パワフルな運転でチューブ内にしっかり渦を作り、 
ムラなくミキシング

• パワフルなのに静音で、パワーに負けないどっしりボディ
• カップに押し付けるだけのシンプル操作
• 15-50 mLの遠沈管をはじめ、さまざまな種類のチューブが 
使用可能

価格一覧
製品番号 製品名 標準価格
FB15013 センサー式ボルテックスミキサー ¥42,800

センサー式ボルテックスミキサー
赤外線センサーが物体を感知し、自動的に運転を開始

• 強い力でチューブを押し付ける必要なし
• 堅牢で化学薬品耐性に優れた亜鉛合金製ボディ
• 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、 
運転中もズレず、実験台に振動を伝えない

• 標準ミキシングカップが付属
• チューブやマイクロプレートが固定できるフォームアタッチメント（別売り）

※ フォームアタッチメント使用時の最高回転数は 800 rpmです。

ウィザーライフサイエンス株式会社

代理店

ECサイトは 
コチラから

TEL：052-659-2900　FAX：052-659-2905 
Mail：info@wexer.co.jp

Order infomation


